平成 27 年６月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 27 年６月 29 日(月)

場

所 平戸文化センターレストハウス会議室

出席委員
出 席 者

午後０時 10 分閉会

中島善治委員長、末吉幸德委員、松本美穗子委員、吉田あつ子委員、
杉澤伸慈教育長
松田教育次長、入口学校教育課長、川渕生涯学習課長、石田総務施設班長
（教育総務課）

委員名

質疑等
（日程第１

委員長

午前 10 時 30 分開会

開会）

ただいまから、平成 27 年６月定例教育委員会を開会します。
（日程第２ 会議録署名委員の指名について）
日程第２会議録署名委員の指名についてですが、６月会議録署名委員を
末吉・松本委員にお願いします。

両委員

委員長

はい。
（日程第３ 会議録の承認について）
日程第３会議録の承認についてですが、事前に５月会議録を配布してお
り、ご一読していただいていると思います。内容等について、委員の皆さ
んのご質問等があればお願いします。
ひとつだけ質問してもよろしいでしょうか。
教育次長報告の際にありました、ふるさと納税を財源としたＩＣＴ教育
推進整備事業について、詳しく教えていただけないでしょうか。

教育次長

本事業については、ＩＣＴを効果的に活用した授業展開を行い、児童生
徒の学力向上へとつなげるもので、昨年度より、教職員等学校関係者及び
市の職員で構成しておりますＩＣＴ教育検討委員会を立ち上げ、協議検討
しております。この度、５ヶ年のＩＣＴ教育推進計画（案）を策定してお
り、このことについては、別に勉強会を設けて説明させていただきたいと
考えているところです。
この初年度として、教師用タブレットパソコン 133 台、電子黒板付き液
晶プロジェクターを普通教室３学級に１台の割合で 48 台、液晶テレビを全
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６月定例会(公開用）

教育次長 ての普通教室に 144 台を配置する予定にしております。
委員長

ありがとうございました。
その他に、委員から質問等ありませんか。
（ありません。の声あり。）
会議録を承認することでよろしいですか。

一同

異議なし。

委員長

それでは、会議録を承認することにいたします。
（日程第４ 教育長の報告について）
次に、日程第４教育長の報告をお願いします。

教育長

５月の定例教育委員会から本日までの実績について、掻い摘んで報告を
いたします。
５月 18 日には、５月定例教育委員会終了後、10 年経過教員研修実施運
営委員会が行われました。
翌 19 日には、県市町村教育委員会連絡協議会総会及び県市町教委の合同
研修会が大村市において開催され、教育委員長はじめ教育委員の皆さんと
出席してきました。ありがとうございました。
20 日には、午前中に租税教育推進協議会があり、その日の午後、21 日、
22 日及び 27 日と４日間、市内小中学校の校長当初面談を行いました。内
容については、５月の定例会の折に説明したとおりです。
23 日及び 24 日には、市中学校総合体育大会の球技と武道競技がありま
した。
翌 25 日には、平成 28 年度から使用する中学校教科書の県北地区教科書
採択協議会を開催いたしました。これについては、第２回の協議会を開催
した後、８月の定例教育委員会において、委員の皆さんにお示ししたいと
考えております。
27 日には、市生活指導連絡協議会総会、29 日には、市生徒指導推進協議
会総会がありました。
30 日には、平戸つつじ杯争奪学童軟式野球大会がありました。
６月に入りまして、１日には、第２回の県の子ども育成総合検討会議が
行われました。
２日には、校長研修会があり、３日には、次年度人事に伴う教育長会が
行われました。
４日には、
（仮称）総合情報センター愛称審査委員会が行われました。こ
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教育長

の愛称については、８月１日の開館式典の際に発表することとしておりま
す。なお、正式名称については、６月の市議会定例会に上程をし、平戸市
未来創造館と決定したところであります。
午後には、本市では、ゲートボール競技が開催予定でありますねんりん
ピック 2016 平戸市実行委員会設立総会、夕刻からは、平戸地区青尐年健全
育成会総会が行われました。
８日には、教頭研修会、10 日には、市中学校総合体育大会の相撲競技が
行われました。
12 日には、図書館協議会、災害時における宿泊施設等との協定書調印式、
学校保健会総会と３つの行事がありました。
13 日には、尐年の主張大会が行われ、平戸の子どもたちの思い、考え方
など知るよい機会になったというところです。
15 日から 26 日にかけて、平戸市議会の６月定例会が開催され、答弁書
打合せ、一般質問、議案質疑、文教厚生委員会が行われましたが、詳しく
は、後ほど、教育次長から報告させます。
議会開会中ではありましたが、17 日には、市中学校総合体育大会の陸上
競技が開催されました。これをもって、残すところ、秋の駅伝大会のみと
なりました。
19 日には、教科書採択委員会、夕刻から、教育講演会を行いました。
24 日には、度島小中学校の新任校長校訪問を行いました。
翌 25 日には、市の健康づくり推進協議会、夕刻から、市の尐年センター
補導委員連絡協議会総会が行われました。
先週土曜日の 27 日には、本市名誉市民である栗林慧さんが撮影総監督を
つとめた「アリのままでいたい」の完成試写会が行われました。
そして、本日の６月定例教育委員会を迎えております。
今後の予定ですが、明日 30 日には、防災会議委員（議員、職員）による
玄海原子力発電所視察を終日行います。
７月に入りまして、１日から３日にかけて、新任校長訪問、定例学校訪
問指導を行う予定にしております。
２日には、市の戦没者追悼式が開催されます。
６日には、校長研修会、７日には、教科書採択選定委員会、８日には、
教頭研修会が行われる予定です。
９日には、オランダに献上する三川内焼、この献上式典に市長代理とし
て、オランダ大使館に上京する予定であります。三川内焼のルーツが平戸
焼であるとのことから、本市からも出席することになっております。
13 日には、鄭成功生誕祭前夜祭、翌 14 日には、鄭成功生誕祭が開催さ
れる予定です。
17 日には、市の防災会議が行われる予定であり、21 日から 22 日にかけ
ては、五島市において、都市教育長協議会が開催される予定です。
その他これから入ってくる行事、会議等については、次回の定例会にお
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６月定例会(公開用）

委員長

いて報告したいと思っています。
以上で報告を終わります。
ありがとうございました。教育長報告について、委員から詳しくお聞き
したいことがありましたら、お願いいたします。

委員

教育次長

尐年の主張大会で表彰を受けた子どもたちの一覧はございませんか。ま
た、今後はどこかで発表の機会等があるのでしょうか。
一覧については取り揃えて、会議中に配布いたします。

教育長

今後の大会ですが、中学生のみ最優秀賞の生徒が、尐年の主張長崎県大
会、特別賞の生徒が「社会を明るくする運動」弁論大会～長崎県大会～に
出場することになっております。

委員

私も今回出席して、子供たちは、しっかりした主張をされておりました
し、郷土愛について感じることができました。そこで気になったのが、演
台の松についてでして、かたぐるしさを感じましたので、リラックスでき
るような花がよかったのではないでしょうか。

教育長

来年度開催に向けての、検討事項とさせていただきます。

委員長

ほかに、ご質疑等はありませんか。
（ありません。の声あり。）
それでは、次に移ります。
（日程第５

議事）

日程第５議事に入ります。それでは、第 25 号議案について、事務局の説
明を求めます。
教育次長

それでは、第 25 号議案「平成 26 年度平戸市教育委員会の自己点検評価
報告書」につきまして、資料を基に説明させていただきます。
別添のとおり、今回配布させていただいておりますが、これは、ご存知
のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条の規定により
議会に報告するものでございます。
なお、皆様への配布が遅れましたこともあり、本日の定例会では提案の
みとさせていただき、次回教育委員会までの間に熟読の上、この報告書に
対する指摘ご意見をいただきたきながら、７月定例会で審査いただければ
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教育次長 と考えておりますので、ご了解をお願いしたいと思います。
委員長

ありがとうございました。事務局から説明がありましたが、第 25 号議案
については、今回は事務局からの提案として持ち帰り、次回教育委員会に
向けて、精査するとのことですが、各委員からご意見はありませんか。
（ありません。の声あり。）
それでは、第25号議案については、継続審議としてよろしいですか。
異議なし。

委員長

ありがとうございました。それでは、第25号議案「平成26年度平戸市教
育委員会の自己点検評価報告書」については、次回の教育委員会において
審議いたします。
次に、第26号議案「平戸市未来創造館条例施行規則」及び第27号議案「平
戸市図書館条例施行規則」について、事務局の説明を求めます。

教育次長

それでは、第 26 号議案「平戸市未来創造館条例施行規則」及び第 27 号
議案「平戸市図書館条例施行規則」につきまして、資料を基に説明させて
いただきます。
以下、省略。

委員長

第26号議案及び第27号議案について説明がありました。ご審議のほどを
よろしくお願いいたします。
各委員から意見はありませんか。

委員

学校を通じて、子どもが図書カードのデザインを描くようにと聞いてお
りますが、全員の子どもたち描かせ、選考し使用することを考えているの
でしょうか。

教育次長

委員長

現在の図書カードは、新しい図書館でも利用は可能です。しかしながら、
在庫が尐なくなりましたものですから、未来創造館開館に際し、図書カー
ドのデザインを変更したらどうかとの意見があり、全小中学生を対象に募
集をしております。この中から一点を選考し、図書カードに使用したいと
考えております。また、多数の応募があっておりますので、数点をなにか
しら広報活動に使用できないかと検討中であります。
その他に、質問はありませんでしょうか。
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６月定例会(公開用）

（ありません。の声あり。）
委員長

一同
委員長

それでは、第26号議案及び第27号議案について、原案可決してよろしい
ですか。
異議なし。
ありがとうございました。第26号議案「平戸市未来創造館条例施行規則」
及び第27号議案「平戸市図書館条例施行規則」について、原案可決いたし
ました。
（日程第６ 報告）
日程第６報告に入ります。第 13 号報告「議会の議決を経るべき議案につ
いての意見の申出」について、事務局の説明を求めます。

教育次長

それでは、第 13 号報告「議会の議決を経るべき議案についての意見の申
出」につきまして、「平成 26 年度平戸市一般会計補正予算（第９号）」「平
成 27 年度平戸市一般会計補正予算（第２号）」「平成 27 年度平戸市一般会
計補正予算（第２号）」の３本の補正予算中教育に関する事務に係る部分に
なりますが、資料を基に説明させていただきます。
以下、省略。

委員長

委員
教育次長

委員長

第13号報告につきまして、説明させていただきました。各委員から意見
はありませんか。
スクールバス整備については、新車を購入するのですか。
はい。国庫補助金3,580,000円の内定を受けており、これを活用した整備
を行いたいと考えております。
ほかに、ご意見等はありませんか。
（ありません。の声あり。）
それでは、第 13 号報告について、承認してよろしいですか。

一同
委員長

異議なし。
ありがとうございました。第13号報告「議会の議決を経るべき議案につ
いての意見の申出」について承認いたしました。
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委員長

次に、第14号報告「議会の議決を経るべき議案についての意見の申出」
について、事務局の説明を求めます。

生涯学習
それでは、第 14 号報告「議会の議決を経るべき議案についての意見の申
課長
出」につきまして、「平戸市未来創造館条例」「平戸市公民館条例の一部を
改正する条例」「平戸市図書館条例の一部を改正する条例」「平戸市尐年セ
ンター条例の一部を改正する条例」
「平戸市開発総合センター条例の一部を
改正する条例」になりますが、資料を基に説明させていただきます。
以下、省略。
委員長

第14号報告について説明がありました。各委員から意見はありませんか。
条例の内容について、それぞれ教えてください。

それでは、まず、平戸市未来創造館条例についてですが、建設基本計画
教育次長 に掲げる目標達成のため、相応しい名称を上程したいということをご報告
しておりました。
様々なご意見を聴取する中で、
「平戸市未来創造館」とすることとし、６
月市議会に上程し、決定してきたところです。
これは、北部公民館、平戸図書館及び平戸市尐年センターの３施設で構
成される複合施設です。
後ほど説明いたしますが、この中の平戸図書館について、12月29日から
翌年１月３日までを除き、開館いたしますので、施設である未来創造館と
しても、この期間のみを休館日と定めております。その他、名称及び位置、
開館時間、利用許可、使用料等について概要を条例化しております。
次に、平戸市公民館条例の一部を改正する条例については、現在の位置
から未来創造館の位置に変更することから、その部分を改正しております。
次に、平戸市図書館条例の一部を改正する条例については、北部公民館
と同様、位置の変更もありますが、その他に、観光地の図書館として、広
く人が学び、集い、交流する場となるように、閉館時間を午後６時から、
午後８時に延長すると共に、休館日を年末年始及び図書の薫蒸作業期間の
みを休館とすること、図書の貸出対象者についても、平戸市民と限定せず、
日本国内に住所を有するものとして、観光客も貸し出しを可能としており
ます。延長する午後６時から午後８時までは、閲覧及び自動貸出機による
貸出しのみ可能とし、これらについての改正を施しております。
次に、平戸市尐年センター条例の一部を改正する条例については、北部
公民館と同様、位置の変更を行う改正にしております。
最後に、平戸市開発総合センター条例の一部を改正する条例ですが、平
戸市離島開発総合センター内の３施設を未来創造館に中に移設し、同セン
ターについては、未来創造館と開館と併せて閉館することから、今回、同
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教育次長 センターに係る部分を削除する改正としております。
ありがとうございました。他に質疑等はありませんか。
委員長

図書貸出対象者を日本国内に住所を有するものと拡大し、運用するとの
ことですが、観光客等の返却については、どのようにするのですか。

委員
返却について、宿泊する方等は、翌日に返却も考えられますが、郵送等
になると思います。
教育次長
名称については、８月１日に発表になるのでしょうか。
委員
教育長

今回お示しいたしております「未来創造館」については、６月市議会閉
会後は、決定しておりますので、広く周知していただきたいと思います。
これと別に愛称がありますが、この愛称についてが、オープン当日の式典
の中で発表することにしております。
ほかに、ご意見等はありませんか。

委員長

（ありません。の声あり。）
それでは、第14号報告「議会の議決を経るべき議案についての意見の申
出」について、承認してよろしいですか。
異議なし。

一同
委員長

ありがとうございました。第14号報告「議会の議決を経るべき議案につ
いての意見の申出」について、承認いたしました。
次に、第15号報告「平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく特別
措置」について、事務局の説明を求めます。

それでは、第 15 号報告「平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく
特別措置」につきまして、資料を基に説明させていただきます。
学校教育
以下、非公開
課長
第15号報告について説明がありました。各委員から意見はありませんか。
委員長

（ありません。の声あり。）
それでは、第15号報告について、承認してよろしいですか。
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異議なし。
委員長
一同
委員長

ありがとうございました。第15号報告「平戸市立学校の通学区域に関す
る規則に基づく特別措置」について、承認いたしました。
（日程第６ その他）
次に、日程第６その他の１のその他の報告に移ります。
(1) 共催・後援等について、今月は共催５件、協賛１件、後援 12 件の
報告がなされておりましたが、各委員から質疑等はありませんか。
（ありません。の声あり。）
それでは、承認することでよろしいでしょうか。
異議なし。

一同

それでは、共催・後援等について、承認することといたします。
次に、(2) 各課長報告ですが、教育総務課の方から順番に説明をお願
いします。

委員長
教育総務課から、概要について報告させていただきます。
５月 19 日には、本年度の各小中学校施設実態についてのヒアリングが県
庁でありました。
総務施設
28 日及び６月 17 日には、本年度工事を行う山田小校舎、小学校屋内運
班長
動場の耐震改修及び中学校屋内運動場の非構造部材耐震改修における入札
に向けての指名委員会が行われました。
６月 23 日、25 日及び明日 30 日で、本年度工事を行う学校の時期等につ
いて、該当学校との協議を行っております。
今後の予定ですが、７月８日には、ずっと住みたい創出本部の第２回子
育て支援部会が行われる予定です。
９日及び 10 日には、市内小中学校の本年度施設修繕要望箇所について確
認を行い、実施していきたいと考えております。
以上で説明を終わります。
学校教育課ですが、教育長と重複する行事等は割愛させていただきま
す。
５月 11 日から６月２日の間に、市内全保育所、保育園及び幼稚園の
学校教育 訪問を実施しました。
課長
25 日及び 26 日には、県・市町教育委員会学校教育課長等会議が長崎
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学校教育 市にて開催されました。
課長

28 日には、就学相談担当者等研修会が県教育センターで開催されまし
た。
６月３日から７月７日の間に、市内全小中学校において、教育週間に
かかる取組みを行っております。
６月 25 日には、市の指定研究ということで、平戸中学校において、
言語活動の充実というテーマで行っておりますが、この訪問指導を行い
ました。
今後の予定ですが、７月１日には、第１回平戸市特別支援員教育コー
ディネーター研修会を行う予定です。
３日には、ラジオ体操指導者講習会を平戸小学校において、開催する
予定です。これは、ＮＨＫテレビに出演している体操講師及びアシスタ
ントが見えられ、午前中に平戸小学校の児童、午後から市内小学校の教
諭を対象に行う予定になっております。
また、本年度は、17 日が市内小中学校の第１学期終業式の予定です。
25 日から 27 日にかけて、長崎県中学校総合体育大会が長崎市、諫早
市、佐世保市等に分かれて開催される予定になっております。
以上で説明を終わります。
生涯学習課ですが、主だったものについて報告させていただきます。

５月 21 日には、田平東小学校で、東っ子ふれあい教室開講式を行い
ました。
生涯学習
25 日には、平戸図書館の図書について、市内のボランティア団体等
課長
70 人を超える方の協力をいただいて、新図書館へ移転を行いました。
29 日には、平成 28 年度本市で開催されます第 53 回県ＰＴＡ研究大会
の実行委員会役員会が行われました。
６月２日には、スポーツ推進員役員会が行われ、４日には、（仮称）
総合情報センターの愛称審査委員会を行いました。
13 日には、26 名の児童生徒が尐年の主張大会で発表を行いました。
これには、教育委員の皆さんにも出席いただき、ありがとうございまし
た。
25 日には、市の尐年補導委員連絡協議会総会及び研修会が行われまし
た。
今後の予定ですが、本日午後には、市の公民館連絡協議会第１回理事
会を行うようにしております。
７月５日には、長崎県尐年センター補導委員連絡協議会総会・研修会
が大村市で行われる予定です。
以上で説明を終わります。
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生涯学習
課長

ありがとうございました。それぞれの課より説明が終わりましたが、
次に、(3) 教育次長報告をお願いします。

委員長

はじめに、冒頭請求がありました、尐年の主張大会表彰一覧について、
配布いたします。
それでは、平成 27 年６月市議会定例会について、説明いたします。
教育次長
今回は 10 名の一般質問があり、内４名が、教育委員会に関連するもので
した。
大久保議員からは、尐子化における児童生徒の今後の推計予測と小中学
校の在り方についての質問で、本市児童生徒は、合併当時約 4,000 人であ
ったものが、10 年で 1,600 人減員しており、今後も減尐が見込まれること
から、こういった情報を保護者、市民と共有し、本市の定員規模及び適正
配置について、今年度設立する委員会で検討し、情報提供していきたいと
答弁してきたところです。
近藤議員からは、本市が今年度、高速大容量回線が敷設されることから、
自治体業務とシステムの標準化を加速させる好機を今後本市の目指すべき
方向の共有をしたいとの質問中、市内小中学校へのＩＣＴ機器の導入につ
いてでありましたので、事業概要を説明し、今後は、環境整備もさること
ながら、情報モラルの指導が重要になってくるとのことで、ネット社会か
ら遠ざける指導ではなく、ネット社会と上手くつきあっていく指導をすべ
きという考え方について同調しながらも、行政、教育としてできること、
できないことを検討していきたいと答弁してきたところです。
松尾議員からは、文化行政の郷土芸能の継承と維持についてであり、
どの地域においても、後継者不足が深刻な問題となっておりまして、学校
からの働きかけをお願いしたいとの要望でした。
山﨑議員からは、新図書館における障害者の雇用についてであり、場内
清掃等、団体を通じて行う方向で協議しているところであり、その旨の答
弁をしてきたところです。
また、８月１日オープン予定である平戸市未来創造館の落成式典につい
て、９時から平戸文化センター中ホールで開催することとしており、市内
小学校から代表 17 名の児童がテープカット、本市地方創生アドバイザー樋
渡啓祐氏の記念講演会等を予定しております。
その他、先日、県教委より県内公立小中学校の耐震化率が 94.3％との発
表があったところですが、本市については、91.4％でありますが、本年度
の校舎２棟、屋内運動場５棟の耐震改修工事により、本年度末には耐震化
が完了する予定であります。
以上で報告を終わります。
ありがとうございました。教育次長及び各課長等からの報告が終わりま
したが、委員から質疑等はございませんか。
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委員長

教育長

私から、一点質問ですが、尐子化による児童生徒の減尐に伴う、学校統
廃合については、どのような考え方をお持ちでしょうか。また、どのよう
なスケジュールで進めていくのでしょうか。
統廃合前提の協議ではなく、学校の適正配置としての視点から検討し、
市民の意見を参考にするため、ブロック別の説明会を行いたいと考えてお
ります。これらの意見を参考にしながら、学校等適正規模検討委員会の中
で調査検討していきたいと考えております。
わかりました。その他、委員から質疑等はございませんか。
（ありません。の声あり。）

委員長
ありがとうございました。それでは最後になりますが、次回の定例教育
委員会の日程等について、事務局から説明をお願いします。
事務局としては、特に案はありませんが、８月１日の未来創造館開館準
備が最終週には、入ってくると思われますので、第３週で委員の皆さんの
予定に合わせたいと考えております。
教育次長
（各々予定が入っている日を発言。）
７月23日木曜日に午前９時からとの意見があっておりますが、よろしい
でしょうか。
委員長

異議なし。
それでは、次回定例会は、７月23日木曜日の午前９時から、教育委員会

一同

会議室で行うことに決定します。

委員長

最後に、勉強会のテーマについてですが、事務局より「ＩＣＴ教育」
「世
界遺産登録（イコモス調査）」があがっておりますが、委員から質疑等はご
ざいませんか。
ふるさと納税を活用しているＩＣＴ教育について、２学期から導入する
とのことであれば、その前に詳しく勉強したいと思います。

委員

それでは、８月勉強会のテーマを「ＩＣＴ教育」、10月に「世界遺産登録」
をテーマに、勉強会を行いたいと思います。
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また、学校訪問については、尐なくとも２校以上を実施したいと考えて
委員長

おりますので、事務局においては調整方お願いします。
わかりました。10月及び２月で計画しております。

それでは、以上をもちまして、６月定例会を終了します。皆様お疲れ様
教育次長 でした。
委員長
午後０時 10 分閉会
平成 27 年６月 29 日
会議録署名人
署名人 委員
署名人 委員
会議録調製職員
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